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優 勝 県大会出場

バレーボール部

橋本美久(3-1 大槻中)・野原彩衣(3-3 須賀川一中)・橋本菜々(3-3 大崎中)・
佐藤栞菜(3-3 福島三中)・菅野日菜(3-3 大槻中)・井上芙香(2-2 福島三中)・
目黒愛梨(2-2 郡山二中)・佐藤麗奈(2-1 吾妻中)・細山

凛(3-2 郡山四中)・

上原成未(3-3 守山中)・永山朋美(3-2 泉中)・田母神薫乃(3-1 守山中)・
岡部花歩(3-2 鮫川中)・樋口あや子(2-2 渡利中)・上石優花(2-1 御舘中)・
朝倉未来(1-2 郡山四中)･鯉渕千夏(1-1 中央台南中)･佐藤愛海(1-3 中央台北中)

卓球部

学校対抗戦
学校対抗戦

優 勝 県大会出場
小林菜歩(3-1 富士中)・押山桜月(3-2 郡山二中)・菊田茉奈(3-3 北信中)・
長谷川春佳(3-2 郡山二中)・佐藤春奈(3-1 小原田中)・伊藤

笑(1-3 郡山二中)・

國分陽奈(1-2 郡山二中)・髙橋海里(1-1 飯野中)

優 勝 伊藤 笑・國分 陽奈 組
第２位 押山 桜月・長谷川春佳 組
第３位 髙橋 海里・若松 優希(
優希(1-3 郡山二中)
郡山二中) 組
第５位 小林 菜歩・菊田 茉奈 組
同 栁沼 麻紀(
麻紀(1-3 須賀川二中)
須賀川二中)・渡部 琴音(
琴音(1-1 郡山一中)
郡山一中) 組
同 佐藤 香保(
香保(3-1 緑ヶ丘中
緑ヶ丘中)
丘中)・橋本 茉那(
茉那(2-1 行健中)
行健中) 組
以上 ６組県大会出場
シングルス
優 勝 伊藤 笑
第２位 小林 菜歩
第３位 押山 桜月、國分 陽奈
第５位 髙橋 海里、 菊田 茉奈、佐藤
茉奈、佐藤 香保、佐藤 春奈
第９位 若松 優希、根本 純奈(
純奈(3-3 郡山一中)
郡山一中)、長谷川春佳
以上 １１名県
１１名県大会出場
ハンドボール部
優 勝 県大会出場
ダブルス

渡辺美紅(3-3 本宮一中)・矢作

陽(3-2 本宮一中)・坂牧朋奈(3-3 郡山一中)・

古川春香(3-1 二瀬中)・佐藤愛水(3-2 本宮一中)・武田真央(3-3 郡山一中)・
根本奈々(3-3 郡山一中)・阿久津乃愛(1-1 郡山一中)・長谷川舞(3-2 石川中)・
後藤絢香(2-2 信夫中)・佐藤千夏(2-1 二瀬中)・佐藤温起(3-1 逢瀬中)・
吉成

萌(2-1 二瀬中)・中畑心里(1-3 二瀬中)・塩澤珠里(2-1 石川中)・

江井利奈(2-2 本宮一中)

剣 道 部

団 体 第５位 県大会出場
下妻夕季音(3-1 大玉中)・井戸川麻唯良(3-1 富田中)・平侑菜(3-1 白沢中)・
瀬和日向子(3-2 白河二中)・今井春菜(3-3 大玉中)・吉田華澄(3-3 船引中)・
小林恭子(1-2 安積中)・伊藤風侑(1-2 梁川中)

個 人 伊藤風侑
伊藤風侑、
風侑、平 侑菜、
侑菜、下妻夕季音

以上 ３名県大会出場

陸上競技部

弓 道 部

テニス部

円盤投 第２位 渡辺麻理奈（3
渡辺麻理奈（3-食 片平中）
片平中）、 堀田美紅(1
堀田美紅(1(1-3 山王中)
山王中)
４×100R
４×100R 第９位 遠藤夢実(
遠藤夢実(3-食 片平中)
片平中)、鈴木菜々(
、鈴木菜々(3-2 郡山六中)
郡山六中)、
郡司采佳(
郡司采佳(2-1 郡山一中)
郡山一中)、片寄沙紀(
、片寄沙紀(1-3 白河二中)
白河二中)
砲丸投 渡辺麻理奈
走り幅跳び 遠藤夢実、鈴木菜々
以上 ６名県大会出場
団 体 惜敗
個 人 坂本 美咲(
美咲(3-食 大槻中)
大槻中)、坪井あい子(
、坪井あい子(2-1 郡山一中)
郡山一中)
以上 ２名県大会出場
団 体 第４位 県大会出場
阿部真花(3-1 郡山六中)・梶原里衣菜(3-3 小原田中)・丸山和香奈(3-1 猪苗代中)・
田代彩璃(3-食 郡山六中)・波多野亜優(1-食 郡山六中)・安部里奈(1-食 郡山六中)

個 人 第８位 梶原里衣菜 第 10 位 阿部 真花
新体操部

以上 ２名県大会出場

団 体 優 勝 県大会出場
渡邉柚芽理(3-1 郡山三中)･星妃羅良(3-3 郡山三中) ･金澤萌桃(2-1 郡山三中)･
中倉桜都(2-1 郡山三中)･二瓶萌椰(2-2 郡山三中)･五十嵐由(1-3 郡山三中)

個人総合 優 勝

渡邉柚芽理

準優勝

金澤

第三位

星

萌桃

妃羅良

遠藤芽生(3-2 郡山六中)、中倉桜都、矢代優月(2-1 仁井田中) 、
二瓶萌椰、福永英巳(1-1 郡山三中)、五十嵐由

以上 ９名県大会出場

以上、８種目にて県大会出場が決まりました。夏に行われる南東北インターハイに向けて、頑張って下さい！

